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(57)【要約】
【課題】連続鋳造におけるタンディッシュ注入管の内部
のシール効果をガス吹きタンディッシュ注入管シール方
法と同程度に維持しながら、安価でかつ、スプラッシュ
による地金付着を防止できるシール方法を提供する。
【解決手段】連続鋳造設備における取鍋とタンディッシ
ュとの間に上方から下方へ向けて配置される陣笠３、シ
ール管５およびタンディッシュ注入管６により形成され
るとともに、取鍋の下ノズル２からタンディッシュへの
溶鋼の注入流が流下する閉空間に不活性ガスを供給する
ことにより、タンディッシュ注入管６をシールする方法
である。陣笠３より下方の位置に前記閉空間の内部下方
へ向けて水平面から所定のシールガス吹込み角度で傾斜
して配置されたガス吹込み管１から、不活性ガスを、閉
空間での平均滞留時間が３０秒間以下となるように、閉
空間へ吹込む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続鋳造設備における取鍋とタンディッシュとの間に上方から下方へ向けて配置される
陣笠、シール管およびタンディッシュ注入管により形成されるとともに、前記取鍋の下ノ
ズルから前記タンディッシュへの溶鋼の注入流が流下する閉空間に不活性ガスを供給する
、タンディッシュ注入管のシール方法であって、
　前記シール管が存在する高さ位置に、前記閉空間の内部下方へ向けて水平面から所定の
シールガス吹込み角度で傾斜して配置されるガス吹込み管から、前記不活性ガスを、前記
閉空間での平均滞留時間が３０秒間以下となるように、前記閉空間へ吹込む、タンディッ
シュ注入管のシール方法。
【請求項２】
　連続鋳造設備における取鍋とタンディッシュとの間に上方から下方へ向けて配置される
シール管およびタンディッシュ注入管により形成される空間に不活性ガスを供給する、タ
ンディッシュ注入管のシール方法であって、
　前記シール管が存在する高さ位置に、前記空間の内部下方へ向けて水平面から所定のシ
ールガス吹込み角度で傾斜して配置されるガス吹込み管から、前記不活性ガスを、前記空
間での平均滞留時間が３０秒間以下となるように、前記空間へ吹込む、タンディッシュ注
入管のシール方法。
【請求項３】
　耐火物製もしくはセラミックファイバー製の蓋を前記シール管の上に設置する、請求項
２に記載のタンディッシュ注入管のシール方法。
【請求項４】
　前記シールガス吹込み角度Ｄ（°）は、式ｔａｎ－１［｛（Ｂ／２）－Ｃ｝／Ａ］＋９
０により表される角度Ｄ０（°）に対してＡＢＳ（Ｄ－Ｄ０）≦５（°）以下を満足する
、請求項１～３のいずれかに記載のタンディッシュ注入管のシール方法。
　ただし、Ａは、前記タンディッシュ注入管を前記タンディシュに収容された溶鋼に浸漬
した際の溶鋼湯面から前記ガス吹込み管の先端までの鉛直方向距離（ｍｍ）であり、Ｂは
、前記タンディッシュ注入管の内径（ｍｍ）であり、Ｃは、前記タンディッシュ注入管の
内壁から前記ガス吹込み管の先端までの水平方向最短距離（ｍｍ）である。
【請求項５】
　Ｂ／Ｅ≧０．６を満足する、請求項４に記載のタンディッシュ注入管のシール方法。
　ただし、Ｅは、前記下ノズルから、前記タンディッシュ注入管を前記タンディシュに収
容された溶鋼に浸漬した際の溶鋼湯面までの距離（ｍｍ）である。
【請求項６】
　連続鋳造設備における取鍋とタンディッシュとの間に上方から下方へ向けて配置される
陣笠、シール管およびタンディッシュ注入管を備え、前記陣笠、前記シール管および前記
タンディッシュ注入管により形成されるとともに、前記取鍋の下ノズルから前記タンディ
ッシュへの溶鋼の注入流が流下する閉空間に不活性ガスを供給する、タンディッシュ注入
管のシール装置であって、
　前記シール管が存在する高さ位置に、前記閉空間の内部下方へ向けて水平面から所定の
シールガス吹込み角度で傾斜して配置されて、前記不活性ガスを、前記閉空間での平均滞
留時間が３０秒間以下となるように、前記閉空間へ吹込むガス吹込み管を備える、タンデ
ィッシュ注入管のシール装置。
【請求項７】
　連続鋳造設備における取鍋とタンディッシュとの間に上方から下方へ向けて配置される
シール管およびタンディッシュ注入管を備え、前記シール管および前記タンディッシュ注
入管により形成される空間に不活性ガスを供給する、タンディッシュ注入管のシール装置
であって、
　前記シール管が存在する高さ位置に、前記空間の内部下方へ向けて水平面から所定のシ
ールガス吹込み角度で傾斜して配置されて、前記不活性ガスを、前記空間での平均滞留時
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間が３０秒間以下となるように、前記空間へ吹込むガス吹込み管を備える、タンディッシ
ュ注入管のシール装置。
【請求項８】
　前記シール管の上に設置される、耐火物製もしくはセラミックファイバー製の蓋を備え
る、請求項７に記載のタンディッシュ注入管のシール装置。
【請求項９】
　前記シールガス吹込み角度Ｄ（°）は、式ｔａｎ－１［｛（Ｂ／２）－Ｃ｝／Ａ］＋９
０により表される角度Ｄ０（°）に対してＡＢＳ（Ｄ－Ｄ０）≦５（°）以下を満足する
、請求項６～８のいずれかに記載のタンディッシュ注入管のシール装置。
　ただし、Ａは、前記タンディッシュ注入管を前記タンディシュに収容された溶鋼に浸漬
した際の溶鋼湯面から前記ガス吹込み管の先端までの鉛直方向距離（ｍｍ）であり、Ｂは
、前記タンディッシュ注入管の内径（ｍｍ）であり、Ｃは、前記タンディッシュ注入管の
内壁から前記ガス吹込み管の先端までの水平方向最短距離（ｍｍ）である。
【請求項１０】
　Ｂ／Ｅ≧０．６を満足する、請求項９に記載のタンディッシュ注入管のシール装置。
　ただし、Ｅは、前記下ノズルから、前記タンディッシュ注入管を前記タンディシュに収
容された溶鋼に浸漬した際の溶鋼湯面までの距離（ｍｍ）である。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タンディッシュ注入管のシール方法およびシール装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼の連続鋳造においては、成品の品質悪化に繋がる溶鋼の再酸化（二次酸化）を防止す
る必要がある。特に、タンディッシュ注入管を用いた連続鋳造の操業では、タンディッシ
ュへの給湯時に溶鋼の再酸化の危険性が高い。このため、タンディッシュ注入管の内部を
不活性ガスで満たし、大気の侵入を防止する必要がある。
【０００３】
　特許文献１の「従来の技術」の欄（段落０００２，０００３）には、取鍋に設置されて
いる陣笠に設置されたシールガス吹込み部から不活性ガスを吹込む注入管上部シール方法
（本明細書では「タンディッシュ注入管陣笠シール方法」という）が示されている。
【０００４】
　図６は、タンディッシュ注入管陣笠シール方法の概要を示す説明図である。図６に示す
ように、タンディッシュ注入管６を介して取鍋（図示しない）の下ノズル２からの溶鋼の
注入流にＡｒガスを吹き付けるため、シールリングを用いた陣笠３からのガス吹込み部１
が配設されている。
【０００５】
　これにより、溶鋼の注入流を確実にシールしてタンディッシュ蓋４の下方のタンディッ
シュへ溶鋼を注入する。注入された溶鋼は、流量調整機能を有するスライディングノズル
および浸漬ノズルを介して鋳型へ供給される。
【０００６】
　しかし、図６に示す装置では、注入流がタンディッシュ内の溶鋼と叩き込み部５で衝突
することにより主として発生するスプラッシュにより、タンディッシュ注入管６の内壁面
に地金が付着・堆積し、正常な注入流による溶鋼の鋳込みができなくなる。
【０００７】
　つまり、特許文献１の段落０００４にも記載されているように、（ａ）付着した地金が
大きくなるために長時間鋳造を行うことができず、実際の連続鋳造に適用できないこと、
（ｂ）溶鋼の再酸化を防止するためにタンディッシュ注入管６の内部を全て不活性ガスに
よりシールする必要があるため、大量の不活性ガスを必要とし経済的でないこと、さらに
は（ｃ）取鍋を次に鋳造する取鍋と交換しその際に連続して鋳造を行う連々鋳を行う際に
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、不活性ガスの再充填に時間を要し、溶鋼の再酸化が生じることといった問題があり、そ
の改善が必要であった。
【０００８】
　これらの問題を解決するために、特許文献１には、ガス供給路を内蔵するタンディッシ
ュ注入管を用いたシール方法（本明細書では「ガス吹きタンディッシュ注入管シール方法
」という。）が開示されている。
【０００９】
　図７は、特許文献１により開示された、タンディッシュ１３のタンディッシュ注入管１
４の構成を模式的に示す説明図である。図７（ａ）は、タンディッシュ注入管１４を組み
込んだ全体説明図であり、図７（ｂ）は、タンディッシュ注入管１４の外壁（周壁）の構
造を示す拡大説明図である。
【００１０】
　図７（ａ）において、取鍋１１の底部に設けられて取鍋１１からの溶鋼の注入量を調整
する役割を有するスライディングノズル１２は、上部から順にスライディング上部ノズル
１２ａ、スライディング上プレート１２ｂ、スライディング下プレート１２ｃおよびスラ
イディング下部ノズル１２ｄにより構成される。
【００１１】
　タンディッシュ１３の上部に配置されて溶鋼１５に浸漬されて使用されるタンディッシ
ュ注入管１４の内壁面には、スライディング下部ノズル１２ｄから飛散するスプラッシュ
１５ａと注入流１６が溶鋼１５に衝突することにより発生するスプラッシュ１５ｂとによ
り地金付着が発生しようとする。
【００１２】
　しかし、図７（ｂ）に示すように、タンディッシュ注入管１４の内部には、軸線方向へ
向けて、Ａｒガスの供給路１７が内蔵されるとともにＡｒガスの吹出し口１８が複数並ん
で設けられ、各吹出し口１８からＡｒガスが噴出されるため、地金付着が防止される。
【００１３】
　また、注入流１６の溶鋼１５との衝突位置である叩き込み部に効率的に不活性ガスが供
給され、連々鋳時にもタンディッシュ注入管１４から不活性ガスを常時吹込める構造にな
っているため、少量の不活性ガスで高いシール効果を得られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平５－２９３６１４公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　特許文献１により開示されたタンディッシュの注入管１４は、タンディッシュ注入管陣
笠シール方法を改善でき、注入管への地金付着ならびに溶鋼の再酸化をあらゆる場合にお
いて解消できるものである。
【００１６】
　しかし、特許文献１により開示された、不活性ガスを吹込める構造を有するタンディッ
シュ注入管１４の製作コストは高く、その低減が望まれる。
【００１７】
　本発明は、図７（ａ）および図７（ｂ）に示す、不活性ガスが吹込める構造を有するタ
ンディッシュ注入管を用いることなく、ガス吹込み管を用いて上述の課題を解消するため
になされたものである。
【００１８】
　本発明の目的は、連続鋳造におけるタンディッシュ注入管の内部のシール効果をガス吹
きタンディッシュ注入管シール方法と同程度に維持しながら、安価でかつ、スプラッシュ
による地金付着を防止できる、タンディッシュ注入管のシール方法およびシール装置を提
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供することである。
【００１９】
　すなわち、本発明は、連続鋳造におけるタンディッシュ注入管の内部のシール方法およ
びシール装置に関する。本発明は、タンディッシュの内部の溶鋼の再酸化・［Ｎ］ピック
アップ等の溶鋼汚染防止技術としてのタンディッシュ注入管のシールにおいて、不活性ガ
スを溶鋼の注入流に吹込むために適用される技術に関する。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明は以下に列記の通りである。
　（１）連続鋳造設備における取鍋とタンディッシュとの間に上方から下方へ向けて配置
される陣笠、シール管およびタンディッシュ注入管により形成されるとともに、前記取鍋
の下ノズルから前記タンディッシュへの溶鋼の注入流が流下する閉空間に不活性ガスを供
給する、タンディッシュ注入管のシール方法であって、
　前記陣笠より下方の高さ位置、具体的には前記シール管が存在する高さ位置に、前記閉
空間の内部下方へ向けて水平面から所定のシールガス吹込み角度で傾斜して配置されるガ
ス吹込み管から、前記不活性ガスを、前記閉空間での平均滞留時間が３０秒間以下となる
ように、前記閉空間へ吹込む、タンディッシュ注入管のシール方法。
【００２１】
　（２）連続鋳造設備における取鍋とタンディッシュとの間に上方から下方へ向けて配置
されるシール管およびタンディッシュ注入管により形成される空間に不活性ガスを供給す
る、タンディッシュ注入管のシール方法であって、
　前記シール管が存在する高さ位置に、前記空間の内部下方へ向けて水平面から所定のシ
ールガス吹込み角度で傾斜して配置されるガス吹込み管から、前記不活性ガスを、前記空
間での平均滞留時間が３０秒間以下となるように、前記空間へ吹込む、タンディッシュ注
入管のシール方法。
【００２２】
　（３）耐火物製もしくはセラミックファイバー製の蓋を前記シール管の上に設置する、
２項に記載のタンディッシュ注入管のシール方法。
【００２３】
　これらの本発明において「平均滞留時間」は、後述する鉛直方向距離Ａおよび内径Ｂを
用いて、平均滞留時間ｔｍ（秒）＝（閉空間の体積ｍｍ３）／（不活性ガスの体積流量ｍ
ｍ３／秒）＝Ａ×（Ｂ／２）２×π／不活性ガス供給量として求められる。
【００２４】
　（４）前記シールガス吹込み角度Ｄ（°）は、式ｔａｎ－１［｛（Ｂ／２）－Ｃ｝／Ａ
］＋９０により表される角度Ｄ０（°）に対してＡＢＳ（Ｄ－Ｄ０）≦５（°）以下を満
足する、１～３項のいずれかに記載のタンディッシュ注入管のシール方法。より具体的に
は、角度Ｄ０は９０（°）≦Ｄ０≦１８０（°）を満たす。
【００２５】
　ただし、Ａは、前記タンディッシュ注入管を前記タンディシュに収容された溶鋼に浸漬
した際の溶鋼湯面から前記ガス吹込み管の先端までの鉛直方向距離（ｍｍ）であり、Ｂは
、前記タンディッシュ注入管の内径（ｍｍ）であり、Ｃは、前記タンディッシュ注入管の
内壁から前記ガス吹込み管の先端までの水平方向最短距離（ｍｍ）である。
【００２６】
　（５）Ｂ／Ｅ≧０．６を満足する、４項に記載のタンディッシュ注入管のシール方法。
　ただし、Ｅは、前記下ノズルから、前記タンディッシュ注入管を前記タンディシュに収
容された溶鋼に浸漬した際の溶鋼湯面までの距離（ｍｍ）である。
【００２７】
　（６）連続鋳造設備における取鍋とタンディッシュとの間に上方から下方へ向けて配置
される陣笠、シール管およびタンディッシュ注入管を備え、前記陣笠、前記シール管およ
び前記タンディッシュ注入管により形成されるとともに、前記取鍋の下ノズルから前記タ
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ンディッシュへの溶鋼の注入流が流下する閉空間に不活性ガスを供給する、タンディッシ
ュ注入管のシール装置であって、
【００２８】
　前記陣笠より下方の高さ位置、具体的には前記シール管が存在する高さ位置に、前記閉
空間の内部下方へ向けて水平面から所定のシールガス吹込み角度で傾斜して配置されて、
前記不活性ガスを、前記閉空間での平均滞留時間が３０秒間以下となるように、前記閉空
間へ吹込むガス吹込み管を備える、タンディッシュ注入管のシール装置。
【００２９】
　（７）連続鋳造設備における取鍋とタンディッシュとの間に上方から下方へ向けて配置
されるシール管およびタンディッシュ注入管を備え、前記シール管および前記タンディッ
シュ注入管により形成される空間に不活性ガスを供給する、タンディッシュ注入管のシー
ル装置であって、
【００３０】
　前記シール管が存在する高さ位置に、前記空間の内部下方へ向けて水平面から所定のシ
ールガス吹込み角度で傾斜して配置されて、前記不活性ガスを、前記空間での平均滞留時
間が３０秒間以下となるように、前記空間へ吹込むガス吹込み管を備える、タンディッシ
ュ注入管のシール装置。
【００３１】
　（８）前記シール管の上に設置される、耐火物製もしくはセラミックファイバー製の蓋
を備える、７項に記載のタンディッシュ注入管のシール装置。
【００３２】
　（９）前記シールガス吹込み角度Ｄ（°）は、式ｔａｎ－１［｛（Ｂ／２）－Ｃ｝／Ａ
］＋９０により表される角度Ｄ０（°）に対してＡＢＳ（Ｄ－Ｄ０）≦５（°）以下を満
足する、６～８項のいずれかに記載のタンディッシュ注入管のシール装置。より具体的に
は、角度Ｄ０は９０（°）≦Ｄ０≦１８０（°）を満たす。
【００３３】
　ただし、Ａは、前記タンディッシュ注入管を前記タンディシュに収容された溶鋼に浸漬
した際の溶鋼湯面から前記ガス吹込み管の先端までの鉛直方向距離（ｍｍ）であり、Ｂは
、前記タンディッシュ注入管の内径（ｍｍ）であり、Ｃは、前記タンディッシュ注入管の
内壁から前記ガス吹込み管の先端までの水平方向最短距離（ｍｍ）である。
【００３４】
　（１０）Ｂ／Ｅ≧０．６を満足する、９項に記載のタンディッシュ注入管のシール装置
。
【００３５】
　ただし、Ｅは、前記下ノズルから、前記タンディッシュ注入管を前記タンディシュに収
容された溶鋼に浸漬した際の溶鋼湯面までの距離（ｍｍ）である。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明に係るタンディッシュ注入管のシール方法およびシール装置によれば、連続鋳造
におけるタンディッシュ注入管の内部のシール効果をガス吹きタンディッシュ注入管シー
ル方法と同程度に維持しながら、安価でかつ確実に、スプラッシュによる地金付着を防止
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、本発明に係るタンディッシュ注入管のシール装置の構成例を示す説明図
である。
【図２】図２は、シールガス吹込み管の角度Ｄ＝１１０°のガス吹込み管を用いたときの
Ａｒ流量と［Ｎ］ｕｐ量との関係を示すグラフである。
【図３】図３は、シールガス吹込み管の角度Ｄを、９０，１１０，１３５°と変更した場
合、およびガス吹きタンディッシュ注入管を用いた場合それぞれの［Ｎ］ｕｐ量を比較し
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て示すグラフである。
【図４】図４は、１ＣＨあたりの地金切り発生回数を示すグラフである。
【図５】図５は、ガス吹きタンディッシュ注入管シール方法と本発明について、［Ｎ］ｕ
ｐ量が１．０ｐｐｍの条件での、１本のタンディッシュ注入管の価格を１．００としたと
きのＡｒガス使用コストおよび注入管製作コストの割合を示すグラフである。
【図６】図６は、タンディッシュ注入管陣笠シール方法の概要を示す説明図である。
【図７】図７は、特許文献１により開示された、タンディッシュのタンディッシュ注入管
の構成を模式的に示す説明図であり、図７（ａ）は、タンディッシュ注入管を組み込んだ
全体説明図であり、図７（ｂ）は、タンディッシュ注入管の外壁（周壁）の構造を示す拡
大説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
１．用語の説明
　図１は、本発明に係るタンディッシュ注入管６のシール装置０の構成例を示す説明図で
ある。図１を参照しながら本明細書で用いる用語を説明する。
【００３９】
　（ｉ）取鍋
　転炉、２次精練、連続鋳造等の各設備間において、溶鋼を保持搬送する機能を有する容
器を意味する。「レ―ドル」とも称する。
【００４０】
　（ｉｉ）タンディッシュ
　連続鋳造設備の溶鋼容器であり、溶鋼を取鍋から受けて１次冷却設備である鋳型内に供
給するための中間保持容器を意味する。
【００４１】
　（ｉｉｉ）タンディッシュ蓋４
　タンディッシュの上部を覆う蓋であり、取鍋から溶鋼を注入するための開口部を有する
。「タンディッシュ蓋」は、広義には「タンディッシュ」に含まれるが、本明細書では、
「タンディッシュ蓋」を特記する場合がある。
【００４２】
　（ｉｖ）陣笠３、シール管５およびタンディッシュ注入管６
　これらを上方から下方へ向けて順次組み合わせることによって、取鍋からタンディッシ
ュへ供給される溶鋼の注入流が流下する閉空間を形成する。本発明は、この閉空間を不活
性雰囲気に保つためのものである。なお、連々鋳の取鍋交換時には、陣笠３が存在しない
ため、シール管５およびタンディッシュ注入管６により空間が形成される。
【００４３】
　（ｖ）陣笠３
　取鍋の底面部に装着される蓋状の部材であり、「フード」等とも称される。タンディッ
シュに溶鋼を注入するために取鍋の位置を下げた時に、シール管５の上面を覆う機能を有
する。水平面の中央には開口部が設けられており、取鍋の下ノズル２を挿入できる構造を
有する。
【００４４】
　（ｖｉ）タンディッシュ注入管６
　円筒形の耐火物であり、その下端部がタンディッシュに収容された溶鋼に浸漬される。
そのため、損耗による交換頻度が高くなるため（通常は、鋳造終了毎に交換される）、重
量を最小限に抑え耐火物コストを減らすために高さ方向寸法（円筒の長さ）は最低限に確
保することとして、その上端位置をタンディッシュ蓋４のやや上側とする。
【００４５】
　（ｖｉｉ）シール管５
　円筒形の耐火物であって、上述したように、タンディッシュ注入管６を短尺とするため
に、タンディッシュ注入管６の上部に設置されて、タンディッシュ注入管６とともに溶鋼
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の注入流が流下する閉空間を形成する。シール管５の上端開放部は陣笠３により覆われて
いる。
【００４６】
　（ｖｉｉｉ）連々鋳
　連続鋳造の進行によって溶鋼が空になった取鍋を、連続鋳造の実施中に次の溶鋼が充填
された取鍋に交換することにより、複数の取鍋の溶鋼を連続的に鋳造する操業形態である
。なお、溶鋼は、取鍋１基を単位として「チャージ（ＣＨ）」と称する。１チャージは約
３００トン程度であり、１回の連々鋳操業は、５～７チャージ程度の取鍋数で行われ、１
回の連々鋳操業は「１トライ」や「１キャスト」と称される。
【００４７】
２．本発明に係るタンディッシュ注入管６のシール装置０
　次に、添付図面を参照しながら本発明を説明する。
【００４８】
　図１に示すように、従来と同様に、溶鋼を収納して鋳型まで輸送する取鍋の底部には、
流量調整用のスライディングノズル装置（図示しない）が設けられている。スライディン
グノズル装置の下側には、溶鋼の注入流の径を決定する下ノズル２が設置されている。
【００４９】
　陣笠３は、タンディッシュ注入管６の上部の開口部の蓋の役割を果たす。陣笠３は、取
鍋のフックに引っ掛けられる構造を有しており、下ノズル２の外径より数ｍｍ程度大きい
内径を有するドーナツ形状を呈する。
【００５０】
　シール管５がタンディッシュ注入管６の上に設置されている。シール管５は、タンディ
ッシュ注入管６と取鍋と間の空間を密閉して閉空間とするために円筒の形状を有する耐火
物である。
【００５１】
　シール管５は、注湯口と同程度の高さに設置されているため、シール管５に溶鋼が飛散
することは少なく、複数回の再使用が可能である。シール管５を用いることにより、一回
で使い切りのタンディッシュ注入管６の体積を低減することができ、耐火物コストを低減
できる。
【００５２】
　陣笠３とシール管５との隙間を低減するためにクッション性の高いセラミックファイバ
ー８をシール管５の上に敷き、陣笠３を押し付けることによりシール管５と陣笠３と間隙
を削減している。
【００５３】
　中間鍋としてのタンディッシュには、タンディッシュ蓋４が従来と同様に設置され、タ
ンディッシュ蓋４の開口部からタンディッシュ注入管６が挿設されており、タンディッシ
ュ注入管６の下端は、タンディッシュ内の溶鋼に浸漬されている。
【００５４】
　タンディッシュ注入管６がタンディッシュの内部に落下することを防止するため、タン
ディッシュ蓋４の開口部にはドーナツ形状の受け鉄板９が設置されている。
【００５５】
　さらに、陣笠３、シール管５およびタンディッシュ注入管６により形成される閉空間へ
不活性ガスを供給するガス吹込み管１が設置されている。
【００５６】
　このように、通常操業時においては、シール装置０は、連続鋳造設備における取鍋とタ
ンディッシュとの間に上方から下方へ向けて配置される陣笠３、シール管５、タンディッ
シュ注入管６およびガス吹込み管１を備えている。
【００５７】
　陣笠３、シール管５およびタンディッシュ注入管６により形成されるとともに取鍋の下
ノズル２からタンディッシュへの溶鋼の注入流が流下する閉空間を、ガス吹込み管１から
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吹込まれる不活性ガスによりシールするための装置である。
【００５８】
　一方、連々鋳の取鍋交換時においては、シール装置０は、連続鋳造設備における取鍋と
タンディッシュとの間に上方から下方へ向けて配置されるシール管５、タンディッシュ注
入管６およびガス吹込み管１を備えている。シール管５およびタンディッシュ注入管６に
より形成される空間を、ガス吹込み管１から吹込まれる不活性ガスによりシールするため
の装置である。
【００５９】
　図１に示すように、タンディッシュ注入管６をタンディシュに収容された溶鋼に浸漬し
た際の溶鋼湯面からガス吹込み管１の先端までの鉛直方向距離をＡ（ｍｍ）とし、タンデ
ィッシュ注入管６の内径をＢ（ｍｍ）とし、タンディッシュ注入管６の内壁からガス吹込
み管の先端までの水平方向最短距離をＣ（ｍｍ）としたときに、ガス吹込み管１は、式ｔ
ａｎ－１［｛（Ｂ／２）－Ｃ｝／Ａ］＋９０で表される角度Ｄ０（°）に対してＡＢＳ（
Ｄ－Ｄ０）を５以下とするシールガス吹込み角度Ｄ（°）を有する。なお、角度Ｄ０は９
０（°）≦Ｄ０≦１８０（°）を満たす。
【００６０】
　なお、「タンディッシュ注入管６の内壁からガス吹込み管の先端までの水平方向距離」
には、距離Ｃと距離（Ｂ－Ｃ）があるが、「タンディッシュ注入管６の内壁からガス吹込
み管の先端までの水平方向最短距離」は距離Ｃである。
【００６１】
　シールガス吹込み角度Ｄを有するガス吹込み管１を用いることにより、溶鋼の叩き込み
部７にＡｒを直接供給でき、溶鋼湯面のシールを効率よく行うことができる。
【００６２】
　また、スプラッシュによりタンディッシュ注入管６の内部へ地金が付着する対策として
、タンディッシュ注入管６の内径Ｂを最適化したものを用いる。タンディッシュ注入管６
への地金付着に関しては、不活性ガスの吹込み量や吹込み角度の影響は少なく、取鍋の中
心軸とタンディッシュ注入管６の中心軸の位置や、下ノズル２から叩き込み部７までの距
離（溶鋼の落下距離）、溶鋼の注入量の影響が大きい。
【００６３】
　取鍋の中心軸とタンディッシュ注入管６の中心軸の位置を一致させることは困難であり
、その理由は以下の通りである。一点目は、取鍋を据える位置にずれが不可避的に生じる
ことである。
【００６４】
　二点目は、スライディングノズルが流量を調整する際に左右に移動するため、取鍋の軸
がタンディッシュ注入管６の中心軸と一致していたとしても溶鋼の注入流を注ぐ下ノズル
２の中心軸は一致していないことである。三点目は、タンディッシュ注入管６の設置位置
にずれが生じることである。
【００６５】
　本発明者の検討によれば、下ノズル２から叩き込み部７までの距離をＥ（ｍｍ）とする
と、タンディッシュ注入管６の内部での溶鋼の飛散は、中心軸から、片側０．１５×Ｂ／
Ｅ以内の範囲で著しい。
【００６６】
　また、取鍋、下ノズル２の中心軸の位置やタンディッシュ注入管６の設置位置などが、
中心軸と一致しない程度が、０．３×Ｂ／Ｅ程度と見込まれる。したがって、陣笠３、タ
ンディッシュ注入管６およびシール管５により形成される閉空間について、Ｂ／Ｅを指標
とすると、この値が、０．６（＝０．１５×２＋０．３）より大きければ、タンディッシ
ュ注入管への地金付着を削減することが可能であり、望ましい。
【００６７】
　ガス吹込み管１の素材として鋼を用いることによりガス吹込み管１を安価に製作でき、
溶鋼湯面からは高い位置に設置されているためにスプラッシュによる地金付着は殆ど発生
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しない。もし、ガス吹込み管１への地金付着が起こった場合でも、ガス吹込み管１の交換
は容易に行える。
【００６８】
　連々鋳操業時に取鍋を交換する際には、陣笠３がシール管５の上に載っていない状態と
なり、タンディッシュ注入管６の内部のシール状態が悪化する。しかし、陣笠３より下の
位置、例えばシール管５の上にガス吹込み管１が設置されており、シールガス吹込みを継
続することができる。このため、注入管上部シール方法（タンディッシュ注入管陣笠シー
ル方法）に比較しても、タンディッシュ注入管６の内部のシール状態は良好である。
【００６９】
　さらに、陣笠３がなくなったタイミングで耐火物製もしくはセラミックファイバー製の
蓋をシール管５の上に設置することにより、通常の連続鋳造時、すなわち、陣笠３がシー
ル管５の上に載りシールガスが吹込まれている状態と同程度のシール性を保つこともでき
る。
【００７０】
　１チャージの鋳造時間は、最短で３０分間程度であり、連々鋳の取鍋を交換する時には
５分間程度上部が開口する。そのため、陣笠３がシール管５の上部に載っていて最もシー
ルが良い状態を維持できるのは最大２５分間となる。
【００７１】
　この２５分間の中で良いシール状態に戻すまでの時間は短いことが望まれることは言う
までもないが、操業上の実現可能性と品質への影響許容が時間の目安としては１分間程度
である。
【００７２】
　陣笠３、タンディッシュ注入管６およびシール管５により形成される閉空間を不活性ガ
スにより置換する場合、この閉空間内の流れに依って置換状況は異なるが、それを正確に
予測することは困難である。そこで、最も置換し難い完全混合流れを仮定する。
【００７３】
　流体の平均滞留時間ｔｍ（秒）＝（閉空間の体積ｍｍ３）／（流体の体積流量ｍｍ３／
秒）として求められる。完全混合流れは、想定する閉空間内の流体は完全に混合された状
態で濃度は一様であり、言換えると流体の出入に関わらず濃度分布は無い、という理想状
態を仮定する。
【００７４】
　したがって、閉空間内の大気を不活性ガスにより置換する場合、不活性ガスは流入した
瞬間から閉空間内全体を一様に少しずつ置換して、時間経過に伴い不活性ガス濃度が高く
なる。しかし、閉空間内を完全に置換することはない（完全に置換するには無限の時間を
要する。）というモデルである。
【００７５】
　このような完全混合流れの挙動を、化学工学の基礎的考え方に基づいて数式により表現
する。閉空間中に、着目する流体がある時間から一定の体積流量で流入していく場合に、
流体が流入開始後の経過時間をｔとすると、閉空間内の流体の比率Ｆの時間変化は、（１
）式で表される。
【００７６】
　Ｆ＝１－ｅｘｐ（－ｔ／ｔｍ）　　　　・・・・・（１）
（ｔ→無限大で、Ｆ→１）
【００７７】
　ここで、Ｆ＝０．９（９０％）となるのは、ｔ／ｔｍ＝２．３の時である。ｔ＝１分間
（６０秒間）でＦ＝０．９とするためには、平均滞留時間ｔｍは２６秒間以下であればよ
い。なお、本発明の実施態様では、大気を不活性ガスである窒素もしくはＡｒで置換する
。大気には不活性ガスである窒素が含まれているので、閉空間中の不活性ガス濃度は、不
活性ガスの置換比率よりも高い。
【００７８】
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　以上が、完全混合モデルにおける平均滞留時間の考え方である。そして、本発明におい
て「平均滞留時間ｔｍは３０秒以下」と決めた根拠は、以上に考え方に基づいて一つの目
安として決定したものである。例えば、平均滞留時間ｔｍが３０秒間であれば（ｔｍ＝２
６秒間よりは少し流量が小さい。）、１分間では、Ｆ＝０．８６（８６％）になる。
【００７９】
　「目安として１分間」と決めたことから、「平均滞留時間ｔｍは３０秒間以下」で不活
性ガスが流入すれば、１分間では閉空間内に２倍以上の不活性ガスが流入する。２倍の不
活性ガスが流入すれば、閉空間内が置換し難い流れになる構造であったとしても９０％程
度の置換が見込まれ、それ以上の流量はパージ量として多量であり現実的ではない。
【００８０】
　以上のように、１分間で全体体積の９０％が置換されるためには平均滞留時間２６秒間
の体積流量が必要であるので、この閉空間での平均滞留時間を３０秒間以下とするように
ガス吹込み管１から不活性ガスを吹込むことが望ましい。
【００８１】
３．本発明に係るタンディッシュ注入管６のシール方法
　本発明に係るシール方法は、連続鋳造設備における取鍋とタンディッシュとの間に上方
から下方へ向けて配置される陣笠３、シール管５およびタンディッシュ注入管６により形
成されるとともに、取鍋の下ノズル２からタンディッシュへの溶鋼の注入流が流下する閉
空間に不活性ガスを供給することにより、タンディッシュ注入管６をシールする方法であ
る。これは、通常操業時である。
【００８２】
　また、本発明に係るシール方法は、連続鋳造設備における取鍋とタンディッシュとの間
に上方から下方へ向けて配置されるシール管５およびタンディッシュ注入管６により形成
される空間に不活性ガスを供給することにより、タンディッシュ注入管６をシールする方
法である。これは、連々鋳の取鍋交換時である。
【００８３】
　そして、本発明では、通常操業時または連々鋳の取鍋交換時のいずれにおいても、上述
したように、陣笠３より下方の高さ位置、すなわちシール管５が存在する高さ位置に配置
されたガス吹込み管１から、不活性ガスを、閉空間または空間での平均滞留時間が３０秒
間以下となるように、閉空間または空間へ吹込む。
【００８４】
　この際、シールガス吹込み角度Ｄ（°）は、式ｔａｎ－１［｛（Ｂ／２）－Ｃ｝／Ａ］
＋９０で表される角度Ｄ０（°）に対してＡＢＳ（Ｄ－Ｄ０）≦５（°）以下を満足する
ことが望ましい。また、Ｂ／Ｅ≧０．６を満足することがさらに望ましい。
【００８５】
　これにより、タンディッシュ注入管６のシール効果をガス吹きタンディッシュ注入管シ
ール方法と同程度に維持しながら、安価でかつ確実に、スプラッシュによる地金付着を防
止できる。
【００８６】
　さらに、連々鋳の取鍋交換時には、耐火物製もしくはセラミックファイバー製の蓋をシ
ール管５の上に設置することにより、通常の連続鋳造時と同程度のシール性を保つことも
できる。
【実施例】
【００８７】
　タンディッシュの内部に注湯する図１に示す設備を用いて連続鋳造を行い、シールガス
をＡｒとし、ガス吹込み管１のシールガス吹込み角度Ｄを変更して、タンディッシュ内溶
鋼中の［Ｎ］と連続鋳造の前処理であるＲＨ真空脱ガス処理後の取鍋内溶鋼中の［Ｎ］と
の差を比較してシール状況の評価を行った。ここでは、タンディッシュ内溶鋼中の［Ｎ］
からＲＨ真空脱ガス処理後の取鍋内溶鋼中の［Ｎ］を減算した値を［Ｎ］ｕｐ量とする。
【００８８】
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　今回の試験では、タンディッシュ注入管６をタンディシュに収容された溶鋼に浸漬した
際の溶鋼湯面からガス吹込み管１の先端までの鉛直方向距離Ａ＝７５２ｍｍ、タンディッ
シュ注入管６の内径Ｂ＝５８０ｍｍ、タンディッシュ注入管６の内壁からガス吹込み管１
の先端までの水平方向最短距離Ｃ＝２０ｍｍ、下ノズル２からタンディッシュ注入管６を
タンディシュに収容された溶鋼に浸漬した際の溶鋼湯面までの距離Ｅ＝９１０ｍｍの条件
において、ガス吹込み管１のシールガス吹込み角度Ｄは、９０°,１１０°，１３５°の
ものを用いた。角度Ｄ＝１１０°の条件が式ｔａｎ－１［｛（Ｂ／２）－Ｃ｝／Ａ］＋９
０を満たすものである。
【００８９】
　試験実施時には、内径１２ｍｍ、外径１８ｍｍ、先端からＲ部までの長さ１７０ｍｍの
鋼製のガス吹込み管１を使用した。また、アルミナシリカを主成分とした、タンディッシ
ュ注入管６およびシール管５、セラミックファイバーを使用した。
【００９０】
　図２は、シールガス吹込み管の角度Ｄ＝１１０°のガス吹込み管１を用いたときのＡｒ
流量と［Ｎ］ｕｐ量との関係を示すグラフであり、タンディッシュ注入管の内径Ｂ＝５８
０ｍｍの場合である。
【００９１】
　シールガスが流れていない場合には［Ｎ］ｕｐ量が非常に大きくなるため、タンディッ
シュ注入管６の内部は常にシールガスで満たしておく必要がある。また、Ａｒ流量を増加
するほど［Ｎ］ｕｐ量は低くなるため、鋳造する鋼の特性に合わせて流量を設定すること
が求められ、１０００Ｌ／ｍｉｎ程度で［Ｎ］ｕｐ量は下限に近付く。
【００９２】
　［Ｎ］ｕｐ量が１０ｐｐｍ程度を許容する鋼種も多く存在し、この鋼種を鋳造する場合
はＡｒ流量を６００Ｌ／ｍｉｎ以上とすることが望ましい。また、［Ｎ］ｕｐ量が４ｐｐ
ｍ程度を許容する鋼種であれば、Ａｒ流量は１０００Ｌ／ｍｉｎ程度必要である。
【００９３】
　図３は、シールガス吹込み管１のシールガス吹込み角度Ｄを、９０，１１０，１３５°
と変更した場合、およびガス吹きタンディッシュ注入管を用いた場合それぞれの［Ｎ］ｕ
ｐ量を比較して示すグラフである。
【００９４】
　［Ｎ］ｕｐ量が１０ｐｐｍ程度を許容する鋼種であれば、特にシールガス吹込み角度Ｄ
を規定する必要はなく、陣笠３の下部にガス吹込み管１を設置する請求項１に係る本発明
を用いることができる。
【００９５】
　本発明で提案している式ｔａｎ－１［｛（Ｂ／２）－Ｃ｝／Ａ］＋９０で表される角度
Ｄ（°）でのシールガス吹込みを行った場合は、その他の角度で吹込んだ場合より［Ｎ］
ｕｐ量が低位であり、［Ｎ］ｕｐ量が４ｐｐｍ程度を許容する鋼種の場合は、請求項２の
発明を用いることが有効である。
【００９６】
　式ｔａｎ－１［｛（Ｂ／２）－Ｃ｝／Ａ］＋９０で表される角度Ｄ（°）でのシールガ
ス吹込みが効果的である理由は、溶鋼の叩き込み部７へ効率良くＡｒが供給されているた
めである。また、ガス吹きタンディッシュ注入管を使用した時と、式ｔａｎ－１［｛（Ｂ
／２）－Ｃ｝／Ａ］＋９０で表される角度Ｄ（°）のシールガス吹込み管１を用いた時を
比較した場合［Ｎ］ピックアップ量は同程度であり、どちらの方法でも溶鋼の叩き込み部
７へＡｒが供給されていることが分かる。
【００９７】
　図４は、１チャージあたりの地金切り発生回数を示すグラフである。地金切りとは、タ
ンディッシュ注入管６の内部に付着した地金をガス切断することであり、取鍋がタンディ
ッシュ注入管６上にある際には行うことができないため、取鍋の交換のタイミングで行わ
れる。
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【００９８】
　図４のグラフから、タンディッシュ注入管６の内径を５２０ｍｍ（Ｂ／Ｅ＝０．５７）
→５８０ｍｍ（Ｂ／Ｅ＝０．６４）にすることにより、１チャージあたりの地金切り発生
回数は０．０１回／ＣＨとなり、限りなく少なくなる。すなわち、Ｂ／Ｅ≧０．６４を満
足することにより、タンディッシュ注入管６への地金付着を実質的に防止できる。
　前述のように、本発明は、陣笠３の下部にガス吹込み管１を配設し、適切な角度でシー
ルガスを吹込むことにより、以下に列記の課題Ａ～Ｄが解決される。
【００９９】
　（Ａ）スプラッシュによる地金付着
　特許文献１の「従来の技術」の欄に示されたタンディッシュ注入管陣笠シール方法の課
題である地金付着は、特許文献１により開示されたガス吹きタンディッシュ注入管シール
方法により解決されるが、本発明によっても、図４のグラフに示すように地金付着は解決
される。
【０１００】
　（Ｂ）連々鋳を行う際のシール破れ
　タンディッシュ注入管陣笠シール方法では、取鍋にシールガス吹込み部が設置されてい
るため、連々鋳時の取鍋の交換の際には、タンディッシュ注入管の内部に不活性ガスが全
く流れなくなり、シール破れが発生する。
【０１０１】
　これに対し、ガス吹きタンディッシュ注入管シール方法では、タンディッシュ注入管か
ら不活性ガスを吹込むため、連々鋳時の取鍋の交換の際にもシール破れは発生しない。
【０１０２】
　本発明では、取鍋の交換の際にもシールガス吹込み管１はシール管５に設置されている
ため、不活性ガスを吹込み続けることができる。また、取鍋がなくなると同時に耐火物も
しくはセラミックファイバーを用いてシール管５の上に蓋をすることにより定常状態に近
いシール状態を維持することもできる。
【０１０３】
　（Ｃ）シール状況の不良
　タンディッシュ注入管陣笠シール方法では、溶鋼の叩き込み部への不活性ガスの供給効
率が悪くシール状態は良くなかったが、ガス吹きタンディッシュ注入管シール方法ではこ
の問題は解決している。
【０１０４】
　本発明では、シールガス吹込み管１のシールガス吹込み角度Ｄ（°）が、式ｔａｎ－１

［｛（Ｂ／２）－Ｃ｝／Ａ］＋９０で表される角度Ｄ０（°）に対してＡＢＳ（Ｄ－Ｄ０

）≦５（°）以下を満足することにより、溶鋼の叩き込み部７への不活性ガスの供給が可
能になる。これにより、溶鋼の［Ｎ］ｕｐもガス吹きタンディッシュ注入管シール方法と
同程度に改善できる。具体的には、角度Ｄ０は９０（°）≦Ｄ０≦１８０（°）を満たす
。
【０１０５】
　（Ｄ）高コスト
　タンディッシュ注入管陣笠シール方法の設備構成は、本発明と同程度の設備構成であり
、コストは同程度である。
【０１０６】
　図５は、ガス吹きタンディッシュ注入管シール方法と本発明について、［Ｎ］ｕｐ量が
１．０ｐｐｍの条件での、１本のタンディッシュ注入管６の価格を１．００としたときの
Ａｒガス使用コストおよび注入管製作コストの割合を示すグラフである。
【０１０７】
　図５のグラフに示すように、ガス吹きタンディッシュ注入管シール方法では、タンディ
ッシュ注入管へのＡｒガス吹込み部の設置コストが高い。
【０１０８】
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　これに対し、［Ｎ］ｕｐ１．０ｐｐｍ程度のシール状況を達成するために、本発明では
、ガス吹きタンディッシュ注入管シール方法の２倍程度の１２００Ｌ／ｍｉｎのＡｒガス
吹込み量が必要になる。
【０１０９】
　しかし、タンディッシュ注入管の製作コストを考慮すると、ガス吹きタンディッシュ注
入管シール方法よりも本発明の方が安価にタンディッシュ注入管６をシールすることがで
きる。
【０１１０】
　さらに、［Ｎ］ｕｐが１０ｐｐｍ以下であれば良い鋼種の場合には、Ａｒガスの吹込み
量を６００Ｌ／ｍｉｎに減らすことができるため、本発明は、ガス吹きタンディッシュ注
入管シール方法に対して、タンディッシュ注入管の製作コストが低い分有利となる。
【符号の説明】
【０１１１】
０　シール装置
１　ガス吹込み管
２　下ノズル
３　陣笠
４　タンディッシュ蓋
５　シール管
６　タンディッシュ注入管
７　叩き込み部
８　セラミックファイバー
９　受け鉄板
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